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受講生・カウンセラー感想文

GAKUSHU for high school students

ことです︒今までは体は自分のものだと思

学修で得たことは︑感謝が大切だという

けてもらえることを学びました︒

をすることで︑自分に何かあったときに助

おいて︑人の見ていないところで良い行い

できて良かったです︒また︑普段の生活に

を諦めて心を閉ざしていました︒でも︑学

れるだろうか？﹂と心配して結局話すこと

した︒﹁この人は私のことを受け入れてく

した︒心の中で話すことの恐怖心がありま

●受講生感想文

っていたけど︑体は神様からの﹁かりもの﹂

︵二年生

女子︶

話をすることは大切だと学びました︒

ったです︒勇気はすごくいるけど︑自分の

いな﹂と褒めてくれました︒本当に嬉しか

分の将来の夢を話しました︒そしたら﹁すご

て﹁この人たちならいいかな？﹂と思い︑自

修に来て︑みんなが自分の話を聞いてくれ

︵一年生

り︑課題が増えたと思った︒
︑つ
︑と
︑め
︑に対する姿勢や教
今回の学修でお

学修に来る前︑自分は今まで相手の話は

︑つ
︑
っちゃ楽しかった︒今後もしっかりとお

︑き
︑し
︑ん
︑したり︑ご飯食べたりするのがめ
の

︵二年生

きたと思います︒今まで曖昧だった天理教
聞くけど︑自分のことは話してきませんで

修に来る前から今日までと︑明日家に帰っ

男子︶

分はどうなの？﹂と思い︑学んだというよ

でもその子達は先に進もうとしている︒﹁自

自分より辛い経験をしている人もいて︑

自体が︑とてもありがたいことと思う︒

仲間は凄く尊いもので︑いてくれること

女子︶

で︑心だけが自分のものだと実感しました︒
体は神様のために大切にし︑心は人のため
に尽くせるように磨きをかけていきたいと

男子︶

思いました︒これからは小さな感謝を相手
に伝えていきます︒
︵一年生

正直︑親に言われて嫌々来た学修だった
けど︑本当に班のみんなといるのが楽しく

のこと︑よろづよ八首などもしっかり確認

が︑寮長先生はじめ︑スタッフの仲間や︑

て︑日常に戻ることを想像してもらいまし

︑
祖の話が印象に残った︒みんなと一緒にひ

︑
︑
と
め
に心を込めてやらせてもらいたいです︒
同じフロアのカウンセラーさん達に支えて

た︒目を開けるとみんな涙を流して︑一人

て︑みんなの良いところをたくさん吸収で

男子︶

いただいて︑つとめ終えることが出来まし

ひとりに感謝の思いを伝え合ってくれまし

︵三年生

た︒

いけど︑これから家に帰ってもどんなこと

んだことは多すぎて︑うまくまとめられな

があたたかくて嬉しかったです︒学修で学

うだよ︒大丈夫﹂と先生が言ってくれるの

しまうような人間だったけど︑﹁誰でもそ

室で休んでいたのですが︑最終日の前夜︑

がひどくなりやすく︑期間中も何度か救護

きないように注意していました︒彼は腹痛

ら班の輪から少し外れ始めたので︑溝がで

君という生徒がいました︒四日目くらいか

がったり︑つい言葉が強くなってしまうＡ

私の班には︑クールで︑仲間に対して強

︑ぢ
︑ば
︑でこの班に彼
んなの心が通じ合い︑お

んなに感謝の思いを伝えてくれました︒み

うと︑誰よりも彼が一番号泣しながら︑み

話を聞いてくれ︑みんなからの言葉をもら

彼も空気を察してくれたのか起き上がって

こうということになり︑救護室に行くと︑

そしてみんなでＡ君にも感謝を言いに行

自分は凄くネガティブですぐに不足して

が起きても︑喜んで陽気に日々通らせてい

みんなで最後のお礼を言い合うという班別

の居場所ができたことを感じました︒人は

た︒

ただきたいと思いました︒

タイムを前に︑再び腹痛がひどくなり︑救

居場所を求めているんだなと改めて感じま

私は今回で学修のご用をいただいて四回

したが︑とても戻れそうな様子では無かっ

て頂き︑班のみんなでＡ君を迎えにいきま

りの心を大切にして︑日々を通らせていた

今後も今回学んだことを忘れず︑一人ひと

学修は本当に有難いご用だと思います︒

女子︶

護室で休まざるを得なくなりました︒私は

した︒

目になりました︒四年前から妹にガンの身

たので︑ひとまず残りの七人で最後の班別

だきたいと思います︒︵一年生男子担当︶

︵三年生

︑さ
︑づ
︑け
︑を取り次いでお願いづとめをさせ
お

上を頂いており︑ご本部のご用をいただけ

タイムを始めることにしました︒

●カウンセラー感想文

ることは大変有難い思いでいっぱいです︒

させていただき︑戸惑うこともありました

今回初めて一年生のカウンセラーを務め

クササイズの後︑みんなで目を閉じて︑学

班別タイムでは︑﹁私の宝物﹂というエ
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二年生講師感想文

足りないところは神様に凭れさせて貰おうと
心に決め︑毎日のレクチャーや︑学生達との
やりとりに全力を注ぎました︒少しでも﹁教理﹂

でいて︑部活や勉強のことが不安で﹁帰りた

した︒カウンセラーさんに聞くと頭痛で休ん

ー初日から男子学生が一人欠席してしまいま

ても素直で真面目な子達でしたが︑レクチャ

そんな中始まった本期間︒私のクラスはと

子どもに付きっ切りでした︒

たばかりの我が子が重篤な病気になり入院し︑

り︑通院︒また︑本番の一ヶ月前には産まれ

痔の身上で入院︒今年は椎間板ヘルニアにな

︑ぢ
︑ば
︑に帰ろうと思ったのか︒そ
な状況でもお

なぜ︑学修に参加したのか︒私はなぜ︑こん

れるのは自分じゃないか﹂と︒じゃあ彼等は

きた︒﹁彼等の気持ちを一番理解してあげら

︑ぢ
︑ば
︑に帰って
とを思い︑不安を抱えながらお

く離れた病院で病気と闘っている我が子のこ

私もヘルニアの痛みをこらえながら︑また遠

えながら学修に来ている︒﹁私も同じだ﹂と︒

つきました︒みんな色んなハンデや不安を抱

色々と悩んでいると︑私はあることに気が

溶け込んで︑最後には感動の涙を流してくれ

と言っていた男の子も︑いつの間にか班にも

ていきました︒最初から欠席で﹁帰りたい﹂

のが寂しい﹂というようにコメントが変わっ

は﹁学修を楽しめるようになった﹂﹁終わる

に﹁楽しめない﹂と書いていた子も︑後半に

体感が生まれました︒連日ふりかえりシート

いる姿にみんなが彼を応援し︑彼を中心に一

を一生懸命歩き︑その愛嬌の良さと頑張って

安視していたダウン症の子は︑﹁史跡めぐり﹂

すると︑様々な変化が現れてきました︒不

が﹁思い﹂が伝わるよう︑少しでもみんなが﹁笑

い﹂と言っているとのことでした︒寮の先生
れはきっと私も彼等も学修が素晴らしいとこ
ました︒みんな泣きました︒

時間のレクチャーや︑体力を使う﹁史跡めぐ

やカウンセラーの方々の説得もあって︑何と
ろだと知っているから︑必ず素敵なものを得
私の身上がなかったら︑気づかなかったこ

私は︑講師として二年目でしたが︑決して

か三日目から顔を出してくれるようになりま
られると信じているからだと思いました︒直
とも沢山あると思います︒講師として︑どれ

顔に﹂になえれるよう︑﹁一手一つ﹂になれる

したが︑最初のウォーミングアップやクラス
前研修の結団式にて表統領先生が仰っていた

だけのことを伝えることができたかは分かり

り﹂などについていけるかなど︑心配事は尽

ミーティングにいなかった分︑またすぐに嫌
ことを思い出しました︒﹁親神様は背負えな

ませんが︑私たちもまた︑沢山のことを学ば

慣れた気持ちはなく︑一年目と変わらず不安

にならないか不安でした︒また︑ある女の子
い荷物は背負わせない︒その人が背負うこと
せていただいたと思います︒

よう心を尽くしました︒

は︑なかなかみんなの輪に入れずに︑連日﹁楽
ができるものを背負わせて貰っているんだ﹂

きませんでした︒

しめない﹂﹁帰りたい﹂というコメントをふ
と︑その言葉に勇気をもらいました︒私はた

でいっぱいでした︒昨年は︑学修の直前まで

りかえりシートの中に残していました︒他に
とえうまくいかなくても︑全てを出し切って

空

も難聴の子や︑ダウン症の男の子もいて︑長

青

学生層の育成に携わるようになり二十年
になります︒最初の頃は学生との向き合い
方に戸惑い悩むことが多々あり︑自分には
不向きなご用だと感じて前向きにつとめる
ことができない時期がありました︒
そんな自分の心境を徐々に前向きに変え
てくれたのは行事に参加してくれる学生達
の姿でした︒こちらが思うより大人な面が
あったり︑しっかりしていると思いきや子
供っぽい面もある︒多感な時期︑いろんな
悩みを抱えながらそれぞれが未来に向けて
希望と不安が入り混じる中で精一杯彼等な
りに何かを感じ何かを学ぼうと懸命に頑張
っている︒その学生達の素直で真っ直ぐな
姿勢を目の当たりにしていくうちに私の方
が多くの気づきと学びを得たように思いま
す︒何より育成というご用のありがたさを
実感いたしました︒
持ち場は変われど︑これからも一人でも
︑う
︑ぼ
︑く
︑に
多くの学生が次代を担う立派なよ
成人していく後押しを一育成者としてしっ
かりつとめさせていただきたいと思います︒
髙岡大教会学生担当委員会前委員長
田中修二
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大学生の集い
●九州ブロック

開催報告
Work & Talk

学生︑担当者︑地域の方々により献血が実
施されました︒
学生達は期間を通して︑献血に対する知
識や自分たちに出来ることを学び︑日々を

●東北ブロック
●東海ブロック

がる良い交流の場となりました︒
通る中で行動に移すということを誓い合い

崎教務支庁を会場に﹁九州ブロック大学生
務支庁を会場に︑﹁東北ブロック大学生の
ャンプ施設︵せいなの森キャンプ場︶を会

八月二十八日から二十九日にかけて︑長
の集い Work & Talk 2018 in
長崎﹂が開催さ
れ︑十二名の学生が参加しました︒
集い Work & Talk 2018 in
秋田﹂が開催され︑
六名の学生が参加しました︒学生達は︑グ
場に﹁東海ブロック大学生の集い

会場を後にしました︒

今回は﹁ How to
陽気ぐらし﹂をテーマとし
て︑長崎教区長・田邊治郎先生のお話とグ
ループワークなどを通して︑同じ道につな

八月二十九日から三十日にかけて秋田教

ループタイムを中心としたプログラムとな
がる同世代の仲間と互いに打ち解け合いま

二日目は︑初日同様︑田邊先生のお話︑

いを語り合いました︒

り返りながら︑お互いの気づきや素直な思

引き込まれていました︒その後︑お話を振

笑いありの分かりやすいお話に学生たちも

その後︑田邊先生よりお話があり︑涙あり

後︑二つの班に分かれてグループタイム︒

歴史︑また献血により人助けにつながると

の体の不思議さや︑今の献血に至るまでの

︑り
︑も
︑の
︑
した︒その後ふりかえりを行い︑か

献血についてのお話を聞かせていただきま

先生より﹁かしもの・かりもの﹂と題して

院准教授・天理教名川分教会長の小松田敦

うにあたり︑初日の午後︑秋田大学付属病

今回は二日目に﹁献血ひのきしん﹂を行

たみ﹂などについてお話があり︑最後に﹁こ

雨の被害を受けて経験した︑人の﹁ありが

その中で西日本を中心に七月に発生した豪

員会 井戸健一郎委員長より体験講話があり︑

初日は開講式の後︑岐阜教区学生担当委

られました︒

もと︑班ごとに企画したプログラムが進め

りがたみ 〜陽気ぐらしの手がかり〜﹂の

会の際に︑学生スタッフが決めたテーマ﹁あ

Work &

九月一日から二日にかけて︑長野県のキ

りました︒

南信州﹂が開催され︑六十二
Talk 2018 in
名の学生が参加しました︒五月の事前研修

グループタイム︑最後に全員で神名流しを
いった話を再度学生同士でもする中で︑献

の二日間︑心の殻を打ち破って学んでいた

した︒

行い︑昼食のバーベキューをいただいて解
血に向けての意識が向上しました︒

初日は︑開講式︑ウォーミングアップの

散となりました︒

班などがありました︒昼食後には全体で各

ピソードを紹介しながら︑ねり合いを行う

また人生の中で影響を与えてくれた人のエ

れぞれを題材にした劇を作って披露する班︑

︑
この後は各班に分かれて︑施設内の除草ひ
︑き
︑し
︑ん
︑に汗を流す班︑﹁火・水・風﹂そ
の

がたみ﹂を台に基調講演をいただきました︒

員より︑自らの身上を通して感じた﹁あり

二日目は本部学生担当委員会 冨松基成委

班内の絆を深めました︒

の交流を図りつつ︑対抗のゲームを通して

ァイヤーしナイト！﹂では︑東海ブロック

夜の全班統一のプログラム﹁キャンプフ

少人数でしたが︑内容の濃い︑今後に繋

今回のプログラムを通して感じたことを大

︑
そうと︑出雲市内の神名流しと病院でのひ
︑き
︑し
︑ん
︑を真剣につとめました︒そして︑
の

別ねりあいを行ったあと︑感謝を行動に表

たい〜﹂に基づいての講演をいただき︑班

副委員長より﹁感謝 〜あたりまえがありが

を通して体感しました︒

がどんなに有難いことなのかを︑キャンプ

沿って︑日常当たり前だと思っていたこと

る﹁感謝 〜あたりまえがありがたい〜﹂に

した︒参加した学生は︑今回のテーマであ

ック大学生の集い
Work & Talk 2018 島
in
根﹂が開催され︑四十名の学生が参加しま

二日目には︑教務支庁に献血バスが来て

道後温泉を舞台に︑周辺の観光スポットを

二日目は︑﹁足湯を探せ！﹂が行われ︑

熱心に聞きいっていました︒

大切さ﹂や︑﹁心を作ることを大切にして

通の生活の中で今ある幸せに気づくことの

講師のお話では︑実体験をもとに︑﹁普

グループタイム﹁わたしの一日﹂を行いま

感情へと心の向きを変えてみる体験をする

﹁シアワセ﹂であることを感じ︑プラスの

動きを考え︑マイナスの感情の中からでも︑

また自分の一日のスケジュールを元に心の

ムでは︑自己紹介及びすごろくトーキング︑

だきたい﹂とエールが送られました︒

班の内容報告を行い︑学んだことや感想を

切に︑親神様の御恵に感謝する日々を送る

撮影していくウォークラリーを︑雨が降り

り合いました︒

二日間を一緒に過ごした仲間をお互い見送

た後︑学生の笑顔と賑やかな声が響く中︑

二日間の振り返りを行ない閉講式を終え

続くなか行いました︒

欲しい﹂といったお話の内容に︑学生達も

した︒

プ︑そして四つに構成されたグループタイ

発表しました︒

ことを誓い合い︑会場を後にしました︒

九月八日から九日にかけて︑﹁四国ブロ

●四国ブロック

二日目には本部学生担当委員会 福江弘一

今回の Work & Talk
を通して教理について考
え︑心を触れ合った二日間︒学校生活や日
常に戻っても学んだことや︑感じた﹁あり
がたみ﹂を実践していく大切さを学びまし
た︒

ック大学生の集い Work & Talk 2018 in
愛
媛﹂が︑愛媛教務支庁において開催され︑
アワセサガシ﹂というテーマのもとに行わ

十五名の学生が参加しました︒今回は﹁シ

九月一日から二日にかけて島根教務支庁

れ︑開講式に引き続き︑ウォーミングアッ

●中国ブロック

及びキララコテージを会場に︑﹁中国ブロ
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